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★　ＧＡＰは、生産物の安全を確保するだけではありません！
　　ＧＡＰに取り組むことにより農作業の安全を確保することもできます。これからますま
　す暑くなります。熱中症をはじめ事故のない農作業で、より良い農業生産を実現しましょ
　う。
　　◯農業生産工程管理（ＧＡＰ）に関する情報　⇒　
　　　　　　　　　　　　　 　http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/index.html
　　◯パンフレット「GAP」でより良い農業生産を！　⇒　
　　　　http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/g_torikumi/attach/pdf/try-4 .pdf
　　◯パンフレット別紙認証GAPの取組内容（例）　⇒　
　　　　http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/g_torikumi/attach/pdf/try-3 .pdf

★ "まるみえアグリサイト"を開設しました！
    「農林水産『見える化』シリーズ」（まるみえアグリ）サイトは、国が民間のノウハウ
　等を活用して、農業者が資材の購入先や農産物の出荷先を比較して選択できる環境を整備
　することとしており、農業の研究成果の情報と併せ、このような農業者に役立つ「見える
　化」ウェブサイトをまとめたものです。
　　◯「農林水産『見える化』シリーズ」（まるみえアグリ）サイトの開設について　⇒
　                        　http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/sizai/170616.html
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＜２ 地方参事官が行く！！＞ 
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　６月７～８日に一泊二日で長野県の最も南に位置するいくつかの町や村を訪問して意見交
換をさせていただきました。
　長野より車で片道２時間半あまり、天気は雨模様でしたが、雨に洗われた南信の山々の新
緑は美しく、様々な表情を見せて我々を迎えてくれました。
　いろいろとお話をうかがう中で山がちな地域ゆえ、農地の維持や、作る人がいなくなった
農地をどうするかといった課題を抱えながらも、自然環境の豊かさを活かし、何とか地域を
活性化しようとする皆さんの熱意を強く感じました。
　私からは、現在取り組みを進めている「農泊」の事業を紹介しました。
　移動中に、新茶を買い求めました。さわやかなお茶の味を楽しみながら、次には、より具
体的な事業プランなどについて、お話を伺いに訪れるのを楽しみにしています。 

　    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         地方参事官　内川　靖
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＜３ プチ政策情報＞　お知らせします農業政策（公表含む） 
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★　「平成29年度 冬春野菜等の需給ガイドライン」の策定について　（平成29年６月14日）　
　 　 【内容は、こちらから　⇒　
　　                     　http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/engei/170614.html】

★　野菜の入荷量と価格の見通し（平成29年７月、東京都中央卸売市場）について



　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成29年６月30日）
　　【内容は、こちらから　⇒　
　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/kanto/press/seisan/engei/kakaku/170630.html】

★　「農の雇用事業」の募集を開始します(平成29年11月研修開始分) （平成29年６月19日）　
　 　 【内容は、こちらから　⇒　
　　　　　　　　　　　　 　http://www.maff.go.jp/j/press/keiei/zinzai/170619.html】

★　野菜の生育状況及び価格見通し(平成29年７月)について         （平成29年６月30日）
　　【内容は、こちらから　⇒　
　　　　　　　　　　　　 　http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/engei/170630.html】

★　平成28年度の経営所得安定対策等の支払実績について           （平成29年６月27日）　
　 　 【内容は、こちらから　⇒　
                   http://www.maff.go.jp/j/press/seisaku_tokatu/antei/170627.html】

★　米先物取引の試験上場に関するシーズンレポート（平成29年6月）の公表について
　　 　　　　　　　　　　　　 　 　　　　　　　　　　　　　　　（平成29年６月30日）　
　 　 【内容は、こちらから　⇒　
                   　http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/syotori/170630_4.html】

★　平成28年産米の契約・販売状況、民間在庫の推移について（平成29年５月末現在）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　               （平成29年６月27日）
　　 【内容は、こちらから　⇒　
　　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/j/press/seisaku_tokatu/kikaku/170627.html】

★　平成28年産米の相対取引価格・数量について（平成29年５月）　 （平成29年６月13日）
　　 【内容は、こちらから　⇒　
　　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/j/press/seisaku_tokatu/kikaku/170613.html】

★　米に関するマンスリーレポート（平成29年6月号）の公表について（平成29年６月６日）
　　コメ農家さん必見!!　お米に関する情報が満載です。
　  【内容は、こちらから　⇒　
   　　　　　   　http://www.maff.go.jp/j/press/seisaku_tokatu/kikaku/170606.html】

★　鳥獣被害防止総合対策交付金（鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業）における捕獲確認
    方法等に関する全国一斉点検の結果について                   （平成29年６月30日）　
　 　 【内容は、こちらから　⇒　
　　　　　　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/tyozyu/170630.html】

★　平成29年産うんしゅうみかん及びりんごの適正生産出荷見通しについて
                                                               （平成29年６月16日）　
　 　 【内容は、こちらから　⇒　
　　　　　　　　　　　　 　http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/engei/170616.html】

★　６次産業化総合調査（平成27年度）について                   （平成29年６月27日）　
　 　 【内容は、こちらから　⇒　
                    　http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/rokujika/index.html#y】

★　平成29年農業構造動態調査（平成29年2月1日現在）について     （平成29年６月30日）
　　　◯農業経営体数は125万8,000経営体で、前々年に比べ8.7％減少、前年に比べ4.6％減
　　　　少。
　　　◯このうち、組織経営体数は３万4,900経営体で、前々年に比べ5.8％増加、前年に比
　　　　べ2.6％増加。農産物の生産を行う法人組織経営体は２万1,800経営体で、前々年に
　　　　比べ15.3％増加、前年に比べ4.8％増加。 
　 　 【内容は、こちらから　⇒　
　　　　　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/noukou/index.html#y】



★　農業経営統計調査 平成28年産麦類生産費について              （平成29年６月27日）
　 　 【内容は、こちらから　⇒　
　 　　http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/noukei/seisanhi_nousan/index.html#y2】

★　「木材・木材製品の輸出拡大に向けた取組方針」と「林産物の輸出取組事例集」の取り
    まとめについて                                             （平成29年６月16日）　
　 　 【内容は、こちらから　⇒　
　　　　　　　　　　　　  　http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/riyou/170616.html】

★　「公共建築物における木材の利用の促進に関する基本方針」の変更について
                                                               （平成29年６月16日）　
　 　 【内容は、こちらから　⇒　
　　　　　　　　　　　 　http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/riyou/170616_26.html】

★　「農地災害復旧事業の復旧限度額の見直し」について　         （平成29年６月16日）　
　 　 【内容は、こちらから　⇒　
　                      　http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/bousai/170616.html】

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
＜４ 地方参事官室からお知らせ＞ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

★　クロピラリド関連情報について                               （平成29年６月14日）                     
　
      クロピラリドは、米国、豪州、カナダ等で牧草などの生産に使用されている除草剤で、
　　家畜や人に対する毒性は低く、健康に影響を及ぼす可能性は低いと考えられますが、ト
　　マト、ピーマン等のナス科作物やスイートピー等のマメ科作物などは耐性が弱いとされ
　　るため、これらの作物に対し、輸入粗飼料を給与した家畜の排せつ物由来の堆肥を使用
　　した場合、生育障害を起こす可能性がありますので注意が必要です。
　 　 【内容は、こちらから　⇒　
　　　　　　　 　http://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/clopyralid/clopyralid.html】
 

★　「国産麦類中のかび毒の実態調査」の結果について             （平成29年６月７日）　
　 　 【内容は、こちらから　⇒　
                         　http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/nouan/170607.html】

★　６月、７月は米トレーサビリティ制度の監視強化月間です。
    　◯お米や米加工品は、米トレーサビリティ法により、業者間の取引等の記録の作成・
　　　保存、一般消費者までの産地情報の伝達が義務付けられています。
　　　　お米の流通に関する相談や疑わしい情報がありましたら、お近くの米穀流通監視相
　　　談窓口にお問い合わせください。
　　　【内容は、こちらから　⇒
　　　農林水産本省　→　http://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/beikoku/index.html  
　　　関東農政局　→
 　　　　  　http://www.maff.go.jp/kanto/syokuryou/keikaku/kome_toresa/index.html】

★　農業改革関連法８法案が成立しました。今後、政省令の整備が行われ具体的な中身につ
　いてお知らせしていきますが、その際にも些細なことでもかまいません。ご不明な点につ
　いてはお気軽にお問い合わせ下さい。
　 　 【第193回国会（常会）提出法律案　⇒　
　　　　　　　　　　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/j/law/bill/193/index.html】

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
　◇募集関係 
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★　収入保険制度等についての地域ブロック別説明会の開催及び参加者の募集について
　　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         　　（平成29年６月28日）　
    関東ブロック ７月20日(木曜日) 14時00分～（さいたま市中央区新都心2-1） 
　　　　　　　　 さいたま新都心合同庁舎2号館 共用大会議室501
　 　 【内容は、こちらから　⇒　
                          　http://www.maff.go.jp/j/press/keiei/hoken/170628.html】



★　「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」（第4回選定）に係る優良事例の募集について 
    ～見つけよう！今、元気なムラの取組～                       （平成29年６月15日）　
　 　 【内容は、こちらから　⇒　
　　　　　　　　        　http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/kouryu/170615.html】

★　全国キャラバン！食の発掘商談会への出展者募集について(食の発掘商談会事務局)
　　　地域とバイヤーが連携し、「地域交流会」と「商談会」を実施します。
　　　「ステップアップシート」の導入や「プランナー派遣の連携」をすることで商談会へ
　　の参加経験がない事業者にも活用いただける支援を目指します。ふるってのご参加をお
　　待ちしております。 
　　　各地区の商談会の申込みは、以下のリンクからお願いします。
　　　　　　　　　　　　　⇒　http://www.jtb-matching.com/japanfood2017/index.php

★　JAS規格化等のテーマに関する調査（提案募集）について        （平成29年６月23日）　
　 　 【内容は、こちらから　⇒　
             　http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/syoku_kikaku/170623_13.html】

★　「夏休み2017 宿題・自由研究大作戦！」の出展参加について　　（平成29年６月29日）　
　 　 【内容は、こちらから　⇒　
　　 　　　  　　　　　　　http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/hyoji/170629.html】

★　「平成29年度 学校の森・子どもサミット」の参加者募集について（平成29年６月13日）　
　　　全国から集まった小学生が、身近な自然や森林資源・教材等を活用した体験学習につ
　　いて発表します。
　　　長野県内からは、大町市立大町南小学校が活動事例発表を行います。
　 　 【内容は、こちらから　⇒　
　                　http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/sanson_ryokka/170613.html】

★　「第2回 全国子ども和食王選手権」の開催及び参加者の募集について
                                                               （平成29年６月12日）　
      日本の伝統的な食文化である「和食」やふるさとの「郷土料理」に対して、子どもた
　　ちの強い関心と理解を育むことを目的に、「第2回 全国子ども和食王選手権」を開催し、
　　参加する小学生を募集します。 
　 　 【内容は、こちらから　⇒　
　                   　http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/wasyoku/170612.html】

----------------------------------------------------------------------------------
★　農業者・消費者・行政関係者の皆さまからの、農政に関するご相談、事業や制度へのご
　質問などを受け付ける『地方参事官ホットライン』を設置しています。
　　些細なことでもかまいません。お気軽にお問い合わせ下さい。
　　【ホットラインは、こちらから　⇒
　　　電話番号 026-233-2500
　　　問合せフォーム
　　　　https://www.contactus.maff.go.jp/j/kanto/form/nagano/28hotlinenagano.html】 
----------------------------------------------------------------------------------  
　　関東農政局　ホームページをご活用ください。 
　　　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/kanto/index.html
----------------------------------------------------------------------------------  
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
◆ 　「信州と農政を結ぶ」へのご意見、ご要望などございましたら、お手数ですが 
　　　こちらのメールアドレスまでご連絡ください。
　　　また、新たな配信者等があればご連絡ください。 
　　　　　　　　　　　　　　　⇒　nagano_shikyoku@kanto.maff.go.jp

◆　　異動等に伴うメールアドレスの変更なども上記アドレスまでお願いします。 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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